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年を重ねるごとに、暴飲暴食はダメ、激しい運動もダメ、女

性に憧れるのも難しくなってきます。 

 

若い頃と比べ、楽しいことは減り、増えたのは病気だけです。

年寄りは、病気を楽しまなければ浮世を楽しめないのです。 

 

病気を楽しむためには、その病気のことをよく理解し、それ

を治すためには、この方法が良いと納得した上で、その療法を

自ら積極的に実行することが必要です。 

前向きに、自分で治してやるという心があれば、そのこと自

体がワクワクしてきます。ドクター頼み、神頼みでは面白くあ

りません。  
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田舎弁護士の駄弁句 ⑧ 

 

何のため 

岩に張り付く 

クライマー 

後期高齢 

胸突き八丁ワクワク 

 

こたつに入って熱燗
あつかん

を飲みながら、氷壁に張り付くクライ

マーを観て、「あんなにつらくて危ういことを、どうしてや

るのだろうか」と思っていました。 

 

最近、そのクライマーの気持

ちが分かってきました。苦しい

中に楽しみがあるのでしょう。

生きている限り、やらなければ

ならないことがある方が幸せ

な気がします。後期高齢者とな

り人生も胸突き八丁。 

まだまだワクワクしたいので

す。 
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私感（その３） 
～治療方法～ 

 

 

 「癌
がん

」という字を調べてみますと、角川必携国語辞典には、「皮膚や粘

膜・腺などにできる悪性の腫瘍
しゅよう

」とあります。広辞苑には、「悪性腫瘍の

総称。特に、上皮性の悪性腫瘍」とあります。 

「腫瘍」とは、からだの中にできる異常な細胞の集まり（角川必携国

語辞典）です。 

「皮膚」は、人や動物のからだの表面を覆
おお

っている皮（前同）です。 

「腺」は、物質を分泌する器官（広辞苑）です。 

「器官」は、体内にあって、生きていくために必要な働きをたえずし

ているもの（角川必携国語辞典）です。 

十分には理解できていませんが、これら国語辞典を総合して私 流
わたしりゅう

に

言えば、「癌とは、体のほとんどの部分にでる悪性のできもの」という事

になるのでしょうか。 

 

共同通信社医療情報センター制作の、『自分の力でがんと闘う―免疫細

胞治療Ｑ＆Ａ』（以下、「Ｑ＆Ａ」と省略します）では、「がんとは、正常

な細胞の遺伝子に異常が起きた結果、体内の秩序に従わず、無限に増殖

をなすようになった異常な細胞で、かつ、もともといた臓器だけではな

く、他の臓器へも移動し、増殖し続ける能力を持つものの群れを言いま

す」と述べられています。専門的な言葉では、このような説明になるの

でしょうか。 

「最初に発生した 100 分の 1 ㎜程度のがん細胞が、1cm ほどの腫瘍に

育つまで、大体 5～10 年かかると言われています」と述べており、更に

「1cm になってから、命に関わる大きさになるまで、数年しかかからな

いとも言われています」と記されています。 

癌は、ごくごく小さなものから大きくなっていき、気が付いた時には、

命を奪う状態となっていることが多く、不治の病と恐れられてきました。 

 

癌 



4 

 

『Ｑ＆Ａ』は、「がんはどうしてできるのですか？」というＱ（問い）

に対し、A（答え）として、「私たちの体は、約 60 兆個もの細胞からで

きていて、分裂によって細胞新生や、古くなった細胞の自殺によって、

少しずつ入れ替わりながら、全体は、ほぼ一定の状態でバランスを保っ

ています」と説明した上、「細胞分裂を繰り返すうちに、遺伝子に突然変

異が起きる事があります」と説明しています。 

はっきりとそう述べてはいませんが、突然変異で起きた細胞が、がん

細胞だという事のようです。 

「変異自体は、誰の体内でも、毎日何千という単位で起きていると考

えられますが、免疫細胞がその細胞に攻撃を加えて、自殺に追い込むな

どして大事には至りません」とも説明していることから、癌は、誰の体

にも発生するもので、これを自分の体がもつ力によって抑えているとい

う事になるようです。「癌細胞を免疫細胞が攻撃することで、癌が大きく

なるのを防いでいるため、癌にならずに済んでいる」、という事だと思い

ます。ここでは「癌細胞」と「免疫細胞」という言葉を覚えて置いてほ

しいのです。 

 

続けて、「しかし、中には免疫細胞の攻撃をすり抜け、生き残ってしま

うものがあります。紫外線の浴びすぎや、喫煙・ストレス・過度の飲酒

などの環境要因が重なると、状況は、がん細胞に優位に働きます。生き

残ったがん細胞は増殖し、やがて発症を迎えることになります」と説明

しています。 

この説明だと、誰でも癌になりそうです。正確な言い方かどうかはわ

かりませんが、誰でも毎日癌細胞が発生しているが、免疫細胞の働きで、

事なきを得ているという事になるのではないでしょうか。医学専門的な

事は分かりませんので、医学の素人というか、一般の患者レベルでは、

このような理解しかできません。私が述べるものは、患者の立場での私

の個人的印象ですから、その程度でお許しください。 

平成 29（2017）年 6 月 28 日に東京女子医大で、腎臓移植後の定期検

査・診察を受けました。平成 24（2012）年 6 月 28 日に家内から腎臓の

提供を受け、生体腎移植を受けて丸 5 年が経過した日でした。 
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手術を指揮して下さったＨ教授は、「丸 5 年経過して、抗体が全く見ら

れない。素晴らしい。免疫抑制剤を飲んでいれば、腎臓は心配のない状

態だ。心配なのは癌だ。まめに検診を受けてほしい」と語ってくれまし

た。 

「抗体が全く見られない」と言われたのは、家内の腎臓が、私の体の

一部となって、何の違和感もなく溶け込んでいるという事だと思います。 

先生は、「65 歳くらいになると、免疫細胞の力は、若い頃の 50％くら

いまで下がる。そのうえ、免疫抑制剤を飲んでいると免疫力が下がるの

で、さらに 50％位下がる。千田さんの場合は、癌細胞に対する免疫細胞

の力は、若い正常な頃の 25％くらいしかないと考えた方がよい」と説明

してくれました。私は、平成 23（2011）年 12 月 12 日に、直腸癌切除

手術を受けているため、癌の再発を心配して下さったのです。 

 

H 教授は、「癌対策は、早期発見・早期治療が一番だ」といつも仰って

います。早期発見の大切さについては、前号で述べました。本号では、

いつもの通り、自分の頭で仮説を立てながら、癌の治療方法について述

べてみます。 

癌の発症は、癌細胞と免疫細胞の力関係によると考えれば、治療方法

は、「癌細胞をやっつける、つまり癌細胞を弱小化させる」か、「免疫細

胞を強大化させる」という事になると思います。そのような仮説を立て

た上で前記の『Ｑ＆Ａ』を読み進めました。 

 

するとすぐに、「がんには、どのような治療法があるのですか？」とい

うＱがあり、「まず三大療法というものがあります」というＡがありまし

た。 

続けて、「現在では、がんを外科的に切除する『外科手術』、癌細胞に

放射線を照射し殺す『放射線療法』、抗がん剤や、ホルモン剤などの薬で

がん細胞を殺したり、増えるのを妨害したりする『化学療法』が三大療

法として確立されています」と述べられていました。 

ほぼ、私の仮説は間違っていなかったようです。少し嬉しくなりまし

た。私はいつも調べ物をする際は、自分のこれまでの知識をベースにし
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て仮説を立て、その仮説が当たっているかどうかを裏付けるという作業

をします。そういうやり方が、楽しく調べられるからです。 

私は、癌細胞と、免疫細胞との力関係で癌が発症するかどうかという

考え方は、経営が黒字となるか赤字となるかの、収入と支出のバランス

と同じではないかと思ったのです。黒字経営を望むなら、収入を増やし、

支出を減らせばいいのです。これと同じ考え方で、癌を発症させないた

めには、免疫細胞を増やし、癌細胞を減らせばよいという思いに至りま

した。 

 

癌の治療方法の一つは、どのようにして癌細胞を弱小化させるか、と

いう事になりそうです。そのような視点で前記三大治療法を見ますと、

その１の外科手術は、外科的手術でがん細胞の 塊
かたまり

を切除し、癌細胞その

ものを取り除くのですから、最も直接的な癌細胞を弱小化させる治療方

法という事になるのだと思います。その２の放射線治療は、癌細胞に放

射線を当て、癌細胞を殺すのですから、これも癌細胞を弱小化させる治

療方法ということになります。その３の抗がん剤治療は、薬でがん細胞

を殺し、増えるのを妨害するのですから、これも癌細胞を弱小化させる

治療と言えそうです。ただこの方法は、癌細胞だけではなく、正常な細

胞も壊すという副作用が出るようです。 

これまで、癌の三大療法と言われてきた『外科手術療法』と『放射線

療法』と『抗癌剤療法』は、いずれも癌細胞を弱小化させる方法という

事になります。例えて言えば、経営の場合の、支出を減らすという方法

になりそうです。収入を増やすという方法ではなさそうです。 

 

ですが、前記の通り「癌が発症するかどうかは、癌細胞と免疫細胞と

の力関係による」という視点に立つと、「癌細胞を弱小化させるだけでは

なく、免疫細胞を強大化させる方法があるのではないか」と思うのは極

めて自然です。「癌細胞を弱小化させ、免疫細胞を強大化させれば、癌は 

治る」という仮説が、私の頭に浮かびました。支出を減らすとともに、

収入を増やすという方法です。癌治療のもう一つの方法は、免疫細胞を
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強大化させる方法となりそうです。この方法こそ、少々経費をかけても

黒字を増やすことができる方法です。 

 

R 子さんがステージ４の宣告を受けたことを知ったその夜、家内に、

そういう私の思いを話しました。家内はその場ですぐにインターネット

で情報を集めました。「収入を増やすやり方がある。免疫細胞療法という

方法がある。すぐに資料を取り寄せる。」と言って、インターネットの情

報をまとめると同時に、資料取り寄せの手配をしてくれました。 

その情報と資料によりますと、私の立てた仮説は、ほぼ全面的に的を

射ていたようです。改めて、自分で考えてみることの大事さと、楽しさ

を知りました。知識を追い求める前に、自分でまず考えることが大事だ

と思います。インターネットですぐに情報を集められる今日、知識を得

る勉強より、自分で考える必要性はより大事になっていると思います。 

 

『Ｑ＆Ａ』には、「免疫細胞治療とは、どのような治療法ですか」とい

う質問に対し、「自分の免疫細胞を体外で、増殖・強化してから戻し、癌

と闘ってもらう治療法です」と答えています。そして、「免疫ががんを正

しく敵と認識し、攻撃できたなら、そして免疫細胞とがん細胞の力関係

を健康な時のように免疫細胞優位にできたなら、がんの完治も夢ではあ

りません。」と説明しています。つまり、支出が多くなったら、それに負

けない収入を得ようという経営方法なのです。 

収入が多ければ、少し位支出が増えても、収支はバランスがとれ、黒

字になります。こんなことは、誰だってわかります。難しい医学の話も、

根は単純な気がします。 

 

『Ｑ＆Ａ』は、「がんと免疫との力関係に着目し、免疫細胞を体外へ取

り出してがん細胞への攻撃力を増し、数も大幅に増やした後で再び体内

へ戻し、患者さん自身の力でがんを攻撃しようという発想から生まれた

治療法が《免疫細胞治療》です。」と説明した上、更に、「体にとって異

物である化学合成された医薬品と違い、患者さん自身の細胞を用いるた

め、本質的に副作用がなく、血液系がんなど一部を除けば、がん種やス
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テージを問わず通院可能であれば受けることができます。また一度失敗

すると取り返しのきかない三大療法と異なり、何度でも繰り返し行えま

す。」と続けています。 

患者にとって、ほとんど負担のない治療方法なのです。抗癌剤治療は、

癌細胞だけではなく、正常な細胞にまで攻撃する恐れがあり、副作用で

苦しんでいる大勢の患者を知っているだけに、この療法は魅力的です。 

 

Ｒ子さんは、平成 29 年 5 月 8 日胃 3 分の 2 切除手術を受けた後、6

月 5 日に免疫細胞治療を開始しました。6 月 21 日、7 月 12 日、7 月 27

日、8 月 17 日、9 月 6 日、9 月 26 日と、6 回通院治療を受けましたが、

ほぼ、健常者と変わらない状態まで回復しています。5月 25日の体重は、

29 ㎏でしたが、9 月 1 日には、33 ㎏に増えました。日常生活には、何の

不都合もないとのことです。素晴らしいの一言です。 

Ｒ子さんは、免疫細胞治療と並行して、抗癌剤治療を行っています。6

月 8 日、6 月 29 日、8 月 10 日、8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 8 日の 6

回抗癌剤治療を受けました。このことも忘れてはならないことです。た

だ、手先が痺れたり、痛んだり、髪が抜けるなどの副作用症状があるよ

うです。副作用は抗がん剤治療の欠陥です。あまりひどい副作用の場合

には、この療法は止めた方がよさそうです。 

 

Ｒ子さんは、一方で外科手術と、抗癌剤という癌細胞を弱小化させる

治療方法を取りながら、他方では、免疫細胞治療という免疫細胞を強大

化する方法を併用しています。支出を抑え、収入を増やす方法を、ほぼ

同時に併行させて進めています。 

理屈の上では、経費を減らし、収入を増やすというやり方ですから、

このやり方が黒字を生み出すには、最高のやり方ということになります。 

Ｒ子さんが、ステージ 4 の宣告を受けたのに、健常者と変わらない状

態となり、腹膜の癌もＣＴ写真では見られなくなり、腫瘍マーカーも正

常値だったというのは、どちらの療法の効果なのか正確な事は分かりま

せんが、両方の治療法の相乗効果ではないかという気がしています。 
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『癌私感』シリーズを読んでくださっている会社経営者の方が、「私は

漢方療法で末期がんを治しました」と言って、『漢方癌治療』の本を紹介

してくれました。 

その一つである、『闘い続ける漢方癌治療』（著者 横内正典、発行所 

株式会社たま出版、2014 年 9 月 8 日初版第一刷発行）は、「要するに、

全身状態の病と闘う力を正気とすれば、正気の不足が一番の原因であり、

正気と邪気の戦いによって敗れた場合に全体的に癌が生じる、つまり、

癌というのは局所的なものではなく、全体的な陰陽の失調からなるのだ、

という意味です。」と述べています。これも、免疫力を強大化させる治療

方法ではなかろうか、などと推測しています。 

漢方治療に近いものに、食事療法がありそうです。食事療法は、どの

病気に対してもベースとなる治療方法だと私は信じています。 

その他にも、免疫力を強大化させる治療方法はありそうですが、試行

錯誤する中で、何か最良の方法が見つかるのではないかと期待していま

す。 

 

がん細胞を弱小化させる➀外科手術療法、②放射線療法、③抗癌剤療

法だけでは治らなかった癌が、免疫細胞療法や、漢方療法などの、自分

の体がもともと持っている力を強大化するという治療法で治ったという

体験者は、大勢いるのです。治療の目的は、患者の生活の質（ＱＯＬ，

クオリティ オブ ライフ）の向上にありますから、副作用のない免疫細

胞療法や、漢方療法は、理想的療法だと確信します。 

ただ国は、まだ確立された治療方法とは認めていないために、免疫細

胞療法は、保険の適用がなく、高額の医療費の負担が患者や家族の肩に

のしかかるという点が欠陥となっています。早く保険が適用されるよう

に、実績を積み重ね、免疫細胞療法を行っている医療機関はもとより、

患者やその家族から、国に働き掛ける必要があると思っています。これ

まで、自らの体験に基づき、食事療法の有効性を強調し、

生活習慣病の治療用食品に保険の適用を訴えてきました

が、これからは、免疫細胞療法にも、保険が適用される

ような運動をしていきたいと考えています。 
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前号で、『100 冊発刊記念本の御案内』を書きましたところ、岩手日報さんが

聞きつけて、取材に来てくれました。9月 21 日の事でした。若い女性記者さん

でしたが、私の都合であまり時間がなく、私の書いたいくつかのメモを渡し、ほ

んの少し話をして別れました。 

「とても記事にまとめることなどできないだろう」、「こんな老人の道楽など記

事になるわけがない」と思っていました。正直なところ、ほとんど忘れかけてい

ました。9月 24日の昼頃、緊急の用件で電話をくれた人が、「今朝の岩手日報に

写真が載っていたが、お元気そうで何よりです」と言うので、新聞受けから岩手

日報を抜き出し、目を通しました。日曜日で、まだ新聞を読んでいなかったので

す。「たったあれだけの取材で、よくここまでまとめた」と、びっくりしてしまい

ました。若い女性記者には、脱帽してしまいました。 

 

「写真」とは、 真
まこと

を写すと書きますので、どうしようもないのですが、自分

の顔写真を見て、がっかりしてしまいました。「老いるという事はこういう事か」

と思い知らされました。それにしても汚くなった、孫に嫌われるのも仕方があり

ません。写真など載せなくてもよいのにと思いましたが、後期高齢者です、こん

なものでしょうか。今日より若い日などないのですから、感謝しなければならな

いのでしょうか。これからはこれ以上かっこいい写真などない筈です。段々見苦

しくなる一方です。自分の写真は見たくはありません。 

ですが、記事の内容は写真とは逆に、「こんなに立派に書いてもらい面映
お も は

ゆい」

という気持ちになりました。前号でも書きましたが、「自分がよくやった」などと

いう気持ちは、全く湧かなかったのですが、思わぬご褒美をもらったようで嬉し

くなりました。その嬉しさを、ここまで支えて下さったこの事務所便りをお読み

戴いている皆様にご報告したく、その記事を丸々転載します。 

「ネガティブだった時も、書くことで救われた」という私の言葉を紹介してく

れていますが、夜中にトイレに起き、しばらく眠れないのです。死んだ同級生や、

仲間の顔が浮かんだり、あれやこれやと先が思いやられ、嫌な時間となっていま

した。そんな時に、書きものに熱中していると、あっという間に時間が経ち、眠

くなります。眠くなかったら起きて書く、眠くなったらすぐそばのベッドへ入っ

て眠る、という自由自在な生活を送れるようになりました。書くことで救われま

した。駄文にお付き合い下さっている皆様本当にありがとうございました。これ

からも書きます。お付き合いのほどよろしくお願いします。 
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田舎弁護士の駄弁句 ⑨ 

 

「一緒に 

試行錯誤を 

しませんか？」 

その一言に 

痺
しび

れて「はいっ‼」 
 

先生は、「私と一緒に、試行錯誤をしませんか？」と言わ

れました。 

 

「試行錯誤」とは、失敗を繰り返す中からいい方法を見つ

け出そうというものです。医師と患者が一緒になって、試行

錯誤する。なんと素晴らしい事ではありませんか。痺れてし

まいました。 

 

この一言で、「この先生についていこう！」と決めました。

この先生のような弁護士になりたい。この先生のような人間

になりたいのです。 

 

人生は、失敗の繰り返しです。ですが、失敗と思えること

の中にも、楽しいことはあります。失敗の中で見つけた一瞬

の成功、それは格別に嬉しいのです。辛かったこと、面白く

なかったことは捨て、楽しかった事だけ残しておきましょう。 
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